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世界では飢餓が深刻化している地域が数多く存在する。我々は、環境耐性能力を持ち、生産力を高めるこ

とができる「遺伝子組み換え（ＧＭ）作物」を利用することで飢餓問題を解決しようと考えた。しかし遺

伝子組み換えには多くのメリットがあるにもかかわらず、一般にはあまり普及していない。我々はＧＭを

普及させるために、正しい知識を人々に伝え、抵抗感をなくすことが必要だと考えた。そこで「教育環境

の充実」という１つの考察を提言し、食糧確保の安定化を目指す。 
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Ⅰ 問題の所在 

飢饉というものが、一時的・地域的現象であるの

に対して、飢餓は永続的、慢性的な食糧不足や低栄

養状態を指す。現在、7億 9500万人が、実に世界

の９人に１人の割合で飢餓に苦しみ、健康で活動的

な生活と十分な食糧が得られていない状況に陥っ

ている。 

 

 

（単位：万人） 

図１ 世界の飢餓人口地域別割合 

 

図１を見ると、地域別の飢餓人口はアジアが最大

で全世界の３分の２を占めている。南アジアでは飢

餓人口は減少するも、西アジアでは増加傾向にある。

西アジアでは、一般的に衛生環境が良好で、出生児

の低体重率１）も低いが、戦争・内乱及びその結果生

じる大量の移民や避難民により、いくつかの国では

飢餓状態が悪化している。そして次に飢餓人口の割

合が高い地域は、サハラ砂漠以南のアフリカであり、

４人に１人が栄養不足である。 

2015年の飢餓状況を示すハンガーマップ２）をも

とに、飢餓状態が目立つ地域は以下のとおりである

（表１）。 

 

表１ 飢餓状態の目立つ地域 



 

 

図２ 世界の栄養不足人口割合 

 

栄養不足が、５歳になる前に命を落とす子供の死

因の 45％近くを占めている。全世界では毎日約

16000 人の子供たちが５歳になる前に命を落とし、

亡くなっている。栄養不足による飢餓は子供の身体

的・知的発達の遅れにもつながり、国の経済に大き

な損失をもたらす。発展途上国に住んでいる子供の

数は 19億人であり、その中の子供のうち、６人に

１人は低体重である。発展途上国で 6,600 万人の小

学生が空腹のまま学校に通っていて、アフリカだけ

でも 2,300万人が該当する。 

そして、３人に１人が発育障害の状況にある。発

育障害とは、年齢の割に背が低いという、慢性的栄

養不足の代表的な症状や、妊娠中の９ヶ月の赤ちゃ

んが２歳になるまでの 1000 日間に適切な栄養が与

えられていないために、子供の身体的・精神的発達

が阻害されることなどが挙げられる。発育障害は、

世界の子供の４人に１人が患っている。 

世界の飢餓の理由は様々で、世界全体をひと括り

に見ることはもちろんできない。アフリカを例とし

て見てみると、ジェリア、モロッコなどの「マグレ

ブ」と呼ばれる地域の町並みは、紛争も少なく比較

的安全で安定している。しかし、サハラ砂漠以南の

「サブサハラ」では、紛争が集中しているために、

飢餓が深刻化している。アフリカ諸国は食糧の多く

を輸入に頼っているため、食糧価格の値上がりを理

由に暴動が多発し、死者も出ている。特にイエメン

の栄養事情は紛争が始まる前から世界最悪の国の

１つで、５歳未満児の急性栄養不良が 31％と、緊

急とされる基準の 15％を２倍も上回る数値を出し

ている。 

意外なことに、世界の栄養不足増加率は、1990

年から 1992年の間の 18.6％から、2014年から 2016

年の 10.9％まで低下していて、世界の飢餓人口は

順調に低下しており、過去 25 年間で最低となって

いる。 

しかし、これは中国を初めとする発展途上国の繁

栄によるところが大きく、世界の大半で栄養状態が

改善している一方で、異常気象や自然災害、政情不

安などが原因で遅れを取っている国もアフリカに

は多くある。アフリカでは現在、24 カ国が食糧危

機に瀕しているが、1990年から 1992年の間の二倍

の数だ。中東では二極化が進み、アラブ首長国連邦

では飢餓削減に成功しているが、シリアやイエメン

では政情不安や内戦により、食糧安全保障が保たれ

ていない。 

 

Ⅱ 問題の背景 

飢餓の原因には、次のような理由が考えられる。 

 

１ 食糧不足 

 現在の世界の食糧生産力では、食糧が不足してし

まう。穀物は人間のために生産するだけでなく、家

畜の分も生産する必要があるのだ。現在の生産力で

足りているという意見もあるが、それは人間が必要

としている分に対して足りているということであ

り、家畜の分は考えられていない。 

２ 紛争 

2012年 12月にマリ北部で紛争が起きて以降、多

くの農家が農地から逃げ、作物が世話をされないま

ま放置され、畜産家のほとんどは家畜が盗まれてい

る。生きるために家畜や作物の種を売った人や、略

奪にあった人、自分たちが避難を余儀なくされるか

もしれないという恐れから家畜を売った人もいる。 

 

３ 貧富の差 

 世界的に豊かになっているなかで、南半球と北半

球の間には大きな購買力の差がある。途上国は人口

も多いので食糧の自給が追い付いていない上に、貿

易収支の赤字は毎年 600～700 億ドルだと言われて

いる。経済協力なしには食糧の輸入を増やすのは難

しい。 

４ 途上国の農業事情 

途上国の多くは農業国だが、農地の半分は大部分

が輸入用のコーヒーやカカオを栽培している。これ



 

らの商品作物は、植民地時代に途上国で最も肥えた

土地を占拠して栽培されているもので、生産性も高

い。しかしあくまで輸出用のため、自分たちの空腹

は満たせない。そればかりか、国際市場での作物の

価格高騰の影響を受け、自国の十分な食料生産もま

まならなくなる。つまり、途上国の飢餓の原因には

先進国の豊かな生活が大きく関わっている。 

５ 地球温暖化 

地球温暖化も飢餓の原因となりうる。雨期に十分

な雨が降らないことや、降り始めの時期に遅れが出

ることで農業に影響が出て、農作物の不足が起こる。

地球温暖化の原因は二酸化炭素が大部分を占める

が、二酸化炭素の排出量はアフリカ全体でも世界の

わずか 3.3％で、日本は 3.8％である。先進工業国

の責任も考えなくてはならない。 

６ 人口増 

今後も、世界の人口は増え続け、2015年の 73 億

人から、2050年には 91億人となる予想だ。増え続

ける人口に見合う食べ物を確保するには、今よりも

1.7倍もの食糧を増産しなければならない。しかし、

食糧を増産するにも、土地・水に限りがあり、食糧

や食糧を生産するために必要な資源を巡る争いが

国同士で起こる恐れがある。 

 

Ⅲ 研究仮説① 

以上の理由で引き起こされる飢餓を解決するに

あたり、２～６は解決が難しいと考え、１の食糧不

足に着目した。そこで私達は１の解決策として「遺

伝子組み換え（ＧＭ）作物」で解決することができ

るのではないかと考えた。 

地球にはありとあらゆる気候が存在しており、各

地域に適した作物と遺伝子を掛け合わせる必要が

ある。アフリカを例に挙げてみると、赤道直下に熱

帯雨林が生い茂り、南北に向かって乾燥した気候が

広がっているように、アフリカだけでも気候が複数

存在することが分かる。例えば南北に分布する乾燥

地帯でＧＭを育てるとしたら、プロリン３）や活性酸

素消去酵素４）を使って、様々なストレス耐性をつけ

るか、トレハロース５）による乾燥・強光ストレス耐

性をつけることで、今までアフリカで作ることの出

来なかった作物を育てられるようになる可能性が

あり、加えて、これからアフリカのサハラ以南で作

ることが難しくなると予想されるトウモロコシや

マメ類などの作物も今まで通り育てられる。このよ

うに、地域に適した作物を目的の場所で育てること

が出来れば、世界の飢餓は救えるのではないかと考

えた。 

 

Ⅳ 調査結果① 

１  ＧＭのメリット 

 ＧＭによって、消費者にとって次のようなメリッ

トが挙げられる。 

 

・熟期にかかる遺伝子の働きを調節することで、流

通過程での腐敗を予防できるとされるフレーバー

セーバートマトを生産することができる。 

・大豆に、コレステロールを下げる働きがあること 

 が報告されているオレイン酸の含有量を増加させ、 

 より健康に良い脂肪酸組成をもつように改良する

ことができる。 

・食品中のアレルゲンの含有量が少ない農作物を生 

 産できる。 

・コメに含まれる鉄分を増加させることで、貧血予

防に繋がる可能性がある。 

 

 上記のような消費者個人のメリットに加え、消費

者全体のメリットもある。ＧＭ技術を利用すること

で、食糧の安定的な供給が可能になる。さらに、病

害虫に対する抵抗性を向上させた作物は、農薬の散

布量を減らし、環境を保全しながら病害虫による収

量や品質の低下を防ぐことができる。また、将来は、

塩害や冷害で作物を栽培できない地域でも、ＧＭ技

術によって作物が栽培できるようにする取り組み

も行われている。 

 一方で、生産者側のメリットはどうだろう。除草

剤や殺虫剤の撒布が減るため、薬品代やそれらを撒

くために必要な人件費も減り、さらに害虫や雑草に

よる収穫や品質の低下も避けられる。このことから、

生産者にもメリットは見られる。 

２ ＧＭの安全性について 

厚生労働省では、ＧＭ食品の安全性に関して以下

のような研究を行っている。 

・遺伝子組み換え体の検知法に関する研究 

・遺伝子の安全性に関する研究 



 

・新規タンパク質のアレルギー性評価に関する研   

 究 

・リスクコミュニケーションに関する研究 

また、市場に出ているＧＭ食品は安全性が確認さ

れたもので、食べても安全であり、安全性は最新の

科学的な根拠を基に判断している。その審査の流れ

は下の図３のとおりである。 

 

 

図３ 安全審査の流れ 

 

加えて、安全チェックのポイントは次の通りであ

る。 

①組み込む前の作物（既存の食品）、組み込む遺伝

子、ベクター（遺伝子の運び屋）などはよく解明

されたものか、人が食べた経験はあるか。 

②組み込まれた遺伝子はどのように働くか。 

③組み込んだ遺伝子からできるタンパク質はヒト 

に有害ではないか、アレルギーを起こさないか。 

④組み込まれた遺伝子が間接的に作用し、有害物質

などを作る可能性はないか。 

⑤食品中の栄養素などが大きく変わらないか。 

 さらに、消費者の心配要素として、害虫に対して 

殺作用のあるＧＭ食品を人が食べることに問題はな

いのか、というのが挙げられる。それについて、結

論から言うと問題はない。 

例えば、Ｂｔタンパク質というＢｔ（バチルス・

チューリンゲンシス）と呼ばれる微生物に含まれる

殺虫成分を含むＧＭを特定の害虫が食べると死ぬが、

その仕組みは、害虫の消化管がアルカリ性のため、

Ｂｔタンパク質が活性化して、害虫の消化管の受容

体と結合して作用を発揮するというものだ。人の胃

は酸性で、消化管にＢｔタンパク質の受容体もない

ため、人が食べても影響はない。 

 

また、人体への影響に加え、ＧＭ作物による環 

境への影響も心配されているが、これについては、

農林水産省の「農林水産分野における組換え体の利

用のための指針」に基づき安全性が確認される。 

農作物の開発者は、利用する農作物や遺伝子の 

性質を明らかにし、遺伝子組み換えによって作られ

た農作物について、隔離圃場６）において試験的な栽

培を行い、花粉の飛散性や交雑など他の生物に及ぼ

す影響を含めて環境への影響を調べることになって

いる。 

評価項目は作物の性質を考慮して決定されるが、

代表的な項目として、遺伝子組み換え農作物の生育

状況が非組み換え農作物と差があるかどうか、繁殖

に関わる項目、有毒物質の生産性・土壌微生物相へ

の影響、導入された遺伝子の存在様式と遺伝様式な

どが挙げられる。その結果が農林水産省に提出され、

環境に対する安全性が確認されたものが、これまで

の農作物と同じように一般の圃場でも栽培または輸

入できる仕組みになっている。 

 

Ⅴ 考察① 

 以上のことから、ＧＭは人体に悪影響を及ぼすと

科学的に証明されてはいない。また、安全なＧＭ作

物も存在する。したがってＧＭ作物の生産で世界の

穀物量を増やすことができ、飢餓を救える可能性は

高いと考える。また、現段階での残留農薬の検査の

必要性がなくなったとしたら、よりコストもかから

ず健康に害のないものが作れる。 

 

Ⅵ 調査結果② 

１ 留学生のＧＭに対する意識 

私達はまず、現段階でＧＭについての知識をどの

くらい持っているのか、ＧＭについてどのような印

象を持っているかを調査することが必要だと考え

た。 

  初めに、私達は自分たちにどのようなことができ

るかということを調べるために、国際教養大学の留

学生の方々にインタビューを行って、様々な国の意

見を比較した。 

  そこで私達はＧＭについて肯定派と否定派の意



 

見をまとめた。 

１  肯定派 

  ・収穫量が増える 

  ・収入が増える 

  ・価格が安くなる 

  ・除草剤耐性や乾燥耐性を持つ 

  ・食糧供給の安定化 

２  否定派 

  ・安全性に問題を感じる 

  ・生態系にもたらす影響が明確でない 

  ・個人の倫理･宗教的な問題がある 

  ・ＧＭについて知らない（認知度が低い） 

  ・正しい知識を持っていない（知識が少ない） 

３  その他 

  ・都会と田舎、若者と高齢者、生産者と消費者で

ＧＭを気にする意識の差がある 

  ・発展途上国はＧＭを考える余裕がない 

  ・オーストラリアのとある高校ではＧＭについて

学ぶ時間がある 

  ・若者が宗教を気にしなくなってきている 

  ・他の宗教に口出しできない 

２ 秋田南高校中等部生のＧＭに対する意識 

 ＧＭ食品を食べることについて、本校の中等部生

がどのような意識を持っているのかを調べるため、

160名にＧＭ作物に対する意識調査を行った（巻末

資料）。 

 

 まず、ＧＭに賛成かという問いについては、賛成

が 77％を占め、反対は 22％であり、分からないと

答えたのが１％だった。 

 

 

 次の質問は正誤判断式とした。第一問「日本では

遺伝子組み換え作物の生産が認められていない」と

いう問いは、○が正解なのだが、正答率は 14％(23

人)だった。 

 

 

第二問「普段私たちは遺伝子組み換え食品を口にし

ている」という問いは、正解は○であり、正答率は

73％(116 人)だった。 

 

第三問「日本において食品の中に遺伝子組み換え作

物がはいっていることを明記する義務のある作物

の種類は 30 品目である」という問いは×が正解で、

正しくは７品目である。この問いの正答率は 41％

(65人)だった。 

 



 

 

第四問「ほとんどの清涼飲料水には遺伝子組み換え

が行われたトウモロコシからできた糖が使われて

いる」という問いは〇が正解であり、正答率は 41％

だった。 

 

 

第五問「遺伝子組み換え作物の生産、加工、輸出入

はヨーロッパ（ＥＵ）において禁止されている」と

いう問いは×が正解であり、正答率は 31％だった。 

 

  

三つ目の質問はＧＭ食品を食べることに賛成か

というものだった。中学生の 77％は賛成、23％が

反対だった。賛成の主な理由は、ＧＭの質が良いか

ら、低コストで生産できるから、厳しい基準で安全

性を確認されているからなどが挙げられた。一方で

反対の意見として、「遺伝子組み換えでない」とい

う表示があるから、人体への影響が懸念されるから、

怖いからなどが挙げられた。 

 

 最後に、ＧＭに対するイメージを調査したところ、

賛成している人の中にもＧＭに対して悪いイメー

ジを持つ人や、正しく理解していない人がいた。例

えば、「飢餓を救う有効な手段にはなりうるが、質

が悪そう」や「食べてもいいがよくわからなくて怖

い」、「低コストで消費者や生産者にとって良いこ

とだが、あまり馴染みがない」、そして「賛成だが、

『遺伝子組み換えでない』という表示を見て不安に

なる」という意見があった。 

 

Ⅶ  考察② 

ＧＭに対して否定派の「生態系にもたらす影響が

明確ではない」ことは最初に述べたように技術的な

ことなので私達が直接は変えられない。「個人の倫

理、宗教的な問題がある」ことも倫理的なことは他

人の考え方に口出しすることはできなく、また宗教

的なことも私達の力では変えられないと考えた。 

アンケート結果より正しく理解している部分も

あったが、理解できていない部分もあった。また、

ＧＭに反対している人の中にも賛成している人の

中にも正しく理解していない人がいたので、正しい

知識を学ぶべきであると考えた。 

そこで私たちは人々の意識改革を行おうと考え

た。 

では、私達はどうすればより効果的に人々の意識

改革に訴えかけられるのだろうか。私達は「知識、

認知度」に目をつけ、それを高めるための有効な手

段を講じる必要がある。また、ＧＭに対してどのよ

うに問題意識を生み出していくか、各々がＧＭに対

して判断できるようになることが問題となってく

る。 

また、秋田県立大学を訪問した時にチュニジアか

らの留学生の方にインタビューさせていただいた

ところ、アフリカをはじめとする飢餓国はＧＭにつ

いての正しい知識を持っている人が少ないと分か

った。そのため、ＧＭの安全性に対する情報も当然

少ない。 

そこで私達はアフリカをはじめとする飢餓国の

人々にＧＭを普及させるべく、ＧＭに対しての世界

の人々の意識を変えるということを考えた。そこか

ら私達が提唱するのは「ＧＭ教育」だ。 

 



 

Ⅶ  提案 

私達が注目したことはオーストラリアでの教育

である。オーストラリア人の留学生へのインタビュ

ーの結果、オーストラリアでは現在ＧＭを学ぶ授業

が行われているそうだ。その授業ではＧＭについて

学んだ後、エッセイを書くそうだ。 

  オーストラリアは以前まではＧＭが何なのか、体

にどのような影響を与えるかがはっきりせず、ＧＭ

に抵抗感があった。だから現在の高齢者にあたる

人々はＧＭに反対している。 

  しかし、現在の若年層の人々はＧＭ教育により、

ＧＭの情報を正しく、深く理解することができるの

でＧＭに対して肯定的な意見を持っている人が多

い。 

  以上のことより、正しい知識を得てＧＭを理解す

ることで、ＧＭを受け入れてもらえる可能性がある

と言える。 

 

Ⅷ 調査結果③ 

１ 日本のＧＭ教育の現状 

 日本の高等学校教育は世界最高水準だが、ＧＭ教

育に関しては教科書の記載、カリキュラムには問題

を抱えている。学校教育の現場では、例えば、バイ

オテクノロジーについては「生物」で高校２，３年

次に学習するが、選択科目であり、普通科の高校生

では 12％～17％の生徒しか学ばない。一方、主に

高校１年次に、「家庭科」では遺伝子組み換え食品

について、「社会科」では遺伝子組み換え作物や生

命倫理について、それぞれ必修科目として学習する

ことになるが科学的に正しく、中立的に学習されて

いない。 

 

図４ 教員のＧＭ教育のスタンス 

 

図４は、内閣府が平成 20年に教員に対して行っ

た意識調査の結果である。調査は、「全国学校総覧」

から中学校 1,000校、高等学校 2,000校を無作為抽

出し、遺伝子、遺伝子組換え技術、遺伝子組換え作

物・食品などに関する授業を実施している中学校の

理科および技術家庭科の教員各 1,000名(合計

2,000 名)、および高等学校の生物、家庭科、社会

科の教員各 2,000 名(合計 6,000 名)に対してアン

ケートを行った（回答はすべて無記名方式）。 

これによると、遺伝子組み換え技術に対する教員

の意識は、ネガティブな傾向が強いという報告がま

とめられている。このように現在の日本の教育現場

では、遺伝子組み換え技術に対して正確な知識に基

づく教育が十分にされないまま、逆にマイナスイメ

ージが助長されている可能性も否定できない。生物

以外の教科において、ＧＭを科学的に扱わない傾向

にあるため、ＧＭ技術の科学的側面と社会的側面を

関連付けて教えていないという。さらに、遺伝子リ

テラシー教育の必要性の認知と学習事項が確立さ

れていない。つまり、現代社会を生き抜くための、

技術立国の担い手を育むためのカリキュラムが存

在しないと言える。 

 よって、社会全体として、科学的思考を身近なも

の、文化の一つとして捉えることを促す教育が重要

である。日常との関連性を意識することがなければ、

科学や技術に関する興味も基礎的な知識体系も、ま

た批判的精神もしっかりと構築されない。結果とし

て、自らの適切な判断基準を持つことができず、風

流に流されることになってしまう。 

 もし、私たちの教育を日本で実際に行うとしたら、

総合の時間に話し合いのテーマとして組み込むこ

とをしていけたらよい。 

２ アメリカのＧＭ教育 

 米国の高等学校では、日本と比べて、基礎生物学

からバイオテクノロジーまで幅広く、境界のない生

物学を学べるのが特徴である。研究者と高校教員に

よる共同カリキュラム、大学での高校教員のＧＭ教

育トレーニングも積極的に行われている。また、大

学・企業・高校の連携も密になされており、基礎・

応用研究、カリキュラム開発などの環境も充実して

いることが挙げられる。 

よって、ＧＭ教育において、米国では日本に比べ



 

て進歩しており、日本も取り入れるべき点があると

考えられる。ＧＭを理解するには、生物学の幅広い

分野について理解しなければならない。同時に科学

技術の応用面から社会の繋がりまでの広がりを考

えている。 

 

Ⅸ  研究仮説② 

まず、ＧＭに関する教育をＧＭに反対している国

の学生を対象に行う。具体的には、12 歳から 14 歳

の生徒（日本では、中学１・２年生に相当する）に

ＧＭについて調べる時間を設ける。各自でＧＭにつ

いて自由に調べ、レポートやパワーポイントの形で

まとめる。まとめたものをクラス単位等で発表する。

そこで意見交換をすることで自分の考えを深めるこ

とができる。そして最終的に、各々がＧＭに賛成か

反対か結論を出す。 

 すると若い年齢層の人々はＧＭに関する正しい

知識を持つかもしれない。正しい知識を持った人々

の中から、ＧＭに賛成する人も出てくることも考え

られる。そういう人が増えたとしたら、ＧＭ作物を

育てることも容易になり、飢餓国で育てることでそ

の国の飢餓を救う可能性が見えてくるだろう。 

 

Ⅹ 結論と考察 

このようにオーストラリアの例からＧＭ教育はＧ

Ｍの普及に対して良い効果をもたらすことが想定で

きる。このＧＭ教育をアフリカなどの飢餓国だけで

なく、世界全体に広めていくことでＧＭについての

正しい知識を得て、ＧＭに対する各々の考えが深ま

る。そうした上で、ＧＭへの抵抗感も薄れ、普及に

繋がるのではないだろうか。そこから、飢餓の現状

を少しずつ改善していければよいのではないか。 
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注 

１）低体重とは、出生時の体重が 2.5キログラムの新生

児を指す。 

２）ハンガーマップにおける指標とは、国民から無作為

に１人を抽出した場合に、その人が活動的で健康的な生

活を送るために必要なエネルギー量を、食糧から摂取で

きていない確率を示している。 

３）タンパク質を構成するアミノ酸の一種。 

４）体内の細胞が参加するのを防ぐ酵素。 

５）保湿性を持つ還元性を示さない二糖。 

６）遺伝子組み換え植物の試験栽培を行うために一定の

区画された一般環境を模した圃場のこと。遺伝子組み換

え植物が自然に増殖することを防止するとともに、花粉

などが圃場外の植物に影響を与えないように木々やフェ

ンスに囲まれている。 
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【参考資料‐アンケート】   

遺伝子組み換え作物に対する意識調査 

                                   秋田南高校 G・I  グループ A4 

１.  遺伝子組み換え作物を日本で育てることに賛成ですか？ 

         はい    ・    いいえ 

 

２．遺伝子組み換えについて正しいと思うものをすべて選んでください。 

１.日本では遺伝子組み換え作物の生産が認められていない（正） 

 

２.普段私たちは遺伝子組み換え食品を口にしている（正） 

 

３.日本において食品の中に遺伝子組み換え作物がはいっていることを明記する義務のある作物の種類は３０品目

である（誤） 

 

４.ほとんどの清涼飲料水には遺伝子組み換えが行われたトウモロコシからできた糖が使われている（正） 

 

５.遺伝子組み換え作物の生産、加工、輸出入はヨーロッパ(EU)において法律で禁止されている（誤） 

 

３．遺伝子組み換え食品を食べることに賛成ですか？またその理由を答えてください。 

         はい    ・    いいえ 

  理由： 

 

４．遺伝子組み換えについてのイメージがあれば書いてください。 

 

 

 

ご回答ありがとうございました。 

 

私たちは SGHの活動で遺伝子組み換え作物を利用して飢餓を救えるかということについて研究しています。 

遺伝子組み換えとは、その作物の用途に合う性質を持った遺伝子を別の作物の DNAの中に組み込むことを

言います。 

質の良い農作物を低価格かつ低負担で多く生産できるため、飢餓の解決に役立ちます。しかし現在、GM に

対して否定的な意見を持っている人たちが多く、広めることが難しい状況です。 

そこで、皆さんの意見をお聞きしたいと思いこの調査を行うことにしました。 


